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ふくしま復興フォーラムⅡ 

復興・再生現地レポート 

南相馬市の状況と復旧・復興へ
向けた取組み 

 
 

連合福島相双地域連合 議長 澤田精一 
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南相馬市 

福島県南相馬市 
 
 現在の南相馬市は、平成18年1月
1日、旧小高町、旧鹿島町、旧原町
市の1市2町が合併して誕生しました。 
 
 南相馬市の位置は、福島県浜通り
の北部で太平洋に面し、面積は
398.5平方kmです。東京からの距離
は292kmで、いわき市と宮城県仙台
市のほぼ中間にあります。  
 
■位置東経 
 
北緯 
面積140度57分38秒 
 
37度38分21秒 
398.5平方km 
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南相馬市の現状（震災前） 

・人口 71,494人（平成23年2月28日現在） 

・面積 398.5k㎡ 

 田：5,802ha 畑1,034ha、 山林21,947ha 

・産業別総生産額 
            （2008年 国民経済計算年報より） 

 第１次   ５７億６８百万円（2.2％） 

 第２次  ４７５億６０百万円（18.0％） 

 第３次 ２１５１億３６百万円（81.4％） 

 

・農業粗生産額 100億2０百万円 
（平成17年 生産農業所得統計より) 

 米55億60百万円、野菜16億80百万円、 

 畜産19億40百万円 

 

 乳用牛1,020頭、肉用牛4,050頭、養豚9,100頭、 

3.11東日本大震災による 
津波被災状況図 

区 　地　　　区 津波被害面積　km2

八沢地区 5.0
南海老〜烏埼地区 10.8
　小　計 15.8
金沢・北泉地区 1.6
泉〜雫地区 9.1
小浜〜小沢地区 3.8
　小　計 14.5
塚原〜角部内地区 5.6
井田川〜浦尻地区 4.9
　小　計 10.5

40.8

H23.4.8　現在

合　　　　　　　計

3/11 東日本大震災　南相馬市津波被害面積

鹿島区

原町区

小高区

警戒区域 

計画的避難区域 

緊急時避難準備区域 
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被害の状況 

（１）人的被害（平成23年8月24日現在） 

①死者       640人 

②行方不明者    23人 

③負傷者       59人 

    （重傷者 2人、軽症者 57人） 

                                   

（２）住家被害（平成23年8月26日現在）        地震による被害（小高区） 

  全世帯数 23,899世帯 

①被害世帯  1,635世帯 

②全壊     1,180世帯 

③大規模半壊  102世帯                 

④半壊       77世帯 

（３）農地流失・湛水等の被害推定面積 （単位：ha） 

耕地面積 

（H22 年度） 

農地流出・湛水等 推定面積の田畑別内訳の試算 

被害推定面積 
被害面積率
（%） 

田耕地面積 畑耕地面積 

8,400  2,722 32.40 2,642 80 

津波を受けた八沢排水機場と湛水した農地   
（鹿島区北海老） 
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【津波被害】 

                      

                  

                 

                     

  

津波によって国道６号まで流された
漁船。（鹿島区小島田） 

真野小学校の周辺には漁船が散
乱。（鹿島区小島田） 

津波によって壊滅的な被害に。 

（原町区上渋佐）  
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南相馬市の状況 
•  小高区と原町区の南側一部（概ね107k㎡）が20㎞圏内の警戒区域、残りの原

町区と鹿島区の一部（概ね181ｋ㎡）が30㎞圏内の計画的避難区域及び緊急時
避難準備区域、残りの鹿島区（概ね111ｋ㎡）が30㎞圏外となっている。また、放
射線量が高い122地点が特定避難勧奨地点として設定されている。 

•  福島第一原子力発電所の事故を受け、本市では、バスでの集団避難や自主避
難により、多くの市民に群馬県片品村・草津町・東吾妻町、新潟県長岡市・上越
市・三条市・小千谷市などに避難していただいた。その後も自主的な避難が続き、
市では3月26日頃の人口を、1万人程度と見込んでた。 

•   現在では、市内で計測している放射線の測定値が下がり安定していること、
ほぼ市内全域で電気・水道が使えること、緊急時避難準備区域、計画的避難区
域に変更され、屋内退避が解除されたことから、多くの市民が避難先から戻って
きている。 

• 所在確認状況（8月29日現在） 

住民基本台帳人
口（平成23年2
月28日） 

市内居住者 市外避難者 
所在不明者
（死亡者を
含む） 

小高区 12,834人 3,928人( 89人) 8,467人(  973人) 439人 

鹿島区 11,610人 8,966人(  1人) 2,128人(  162人) 516人 

原町区 47,050人 26,964人( 30人) 18,783人(1,755人) 1,303人 

合計 71,494人 39,858人(120人) 29,378人(2,890人) 2,258人 
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（４）南相馬市放射線メッシュ調査（1回目）の

結果について  
    市では、市民の皆様が抱える不安を緩和するとともに、

市内（警戒区域を除く）の放射線量率の傾向を把握す
ることを目的として「放射線量率のメッシュ調査」を実施
しました。 

 調査結果に基づいて、放射線量率マップを作成しまし
たのでお知らせします。 

 

１．調査期間 

平成２３年７月２０日～平成２３年９月５日 

 

２．測定点 

 警戒区域を除く市内全域を１Kmメッシュに区切り、１
Km四方を１メッシュとして、原則各メッシュで４地点空
間放射線量を測定。 

 

  ・測定メッシュ数：１８６メッシュ 

  ・測定地点数：６５４地点 

 

３．測定方法 

 NaIシンチレーション式サーベイメーター（日立アロカメ

ディカル製）を使用し、各地点において地上１ｍ及び地
上１ｃｍの空間放射線量率（単位：μSv／ｈ）を測定。 
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南相馬市の復旧・復興の状況 

・平成23年7月2日   第1回市復興市民会議開催 

・平成23年7月11日  ホールボディーカウンターによる被ばく検診スタート 

・平成23年7月17日  第2回市復興市民会議開催 

・平成23年7月29日  市放射性物質除染方針、及び除染マニュアル策定 

・平成23年7月31日  第1回市復興有識者会議開催 

・平成23年8月～9月  除染強化月間 

・平成23年8月6日   第3回市復興市民会議開催 

・平成23年8月17日  市復興ビジョン策定 

・平成23年9月1日   除染対策室設置 

・平成23年9月16日  南相馬市放射能測定センター開所 

・平成23年12月     市復興計画策定予定 ▲総合病院に設置された 

   移動式放射線測定車  
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南相馬市復興ビジョン（一部抜粋） 
復興の基本理念 

３－１ スローガン 

「心ひとつに 世界に誇る 南相馬の再興を」 
 市民がひとつになって元気と笑顔を取り戻し、未来を拓(ひら)く子どもたちが郷土を愛し夢と希

望を抱く、世界に誇れる南相馬の実現 

３－２ 基本方針 

 基本方針－１  

  「すべての市民が帰郷し地域の絆で結ばれたまちの再生」 
   被災で避難している市民が地元に戻り、それまで育まれてきた絆（地域コミュニティ）の中

で市民一人ひとりの生活基盤を再建する 

 基本方針－２ 

  「逆境を飛躍に変える創造と活力ある経済復興」 

  震災により甚大な被害を受けたが、この逆境に負けずに、地元産業の再生ひいては新たな
活力を創造する経済の復興を目指す 

 基本方針－３ 

  「原子力災害を克服し世界に発信する安全・安心のまちづくり」 

  地震、津波、原子力災害を受け、原子力に依存しない安全・安心のまちづくりを推進するた
め、あらゆる英知を結集し、市民が主役となる南相馬の復興を世界に発信する 
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南相馬市バイオマスタウン構想（平成20年7月31日公表） 

堆肥の 

  活用 

液肥の 

  活用 

木質の 

活用 

BDFの 

  活用 

家庭 

市街地 

農地 

畜産 

山林 

菜 の 花
畑 

農業機械等燃
料 

 

• 南相馬市におけるバイオマス利活用の
相関図 

• 安全・安心な農
産物供給 

土は生命の母
体 

 

 

チップ・ペレット加工
施設 

ＢＤＦプラント 小収店 液肥化施
設 

堆肥センター 

菜種油製造工
場 

木材製材所 

再 資 源
化 

 
資源ゴミ 

生 ご
み 

• 液
肥 

稲ワラ、籾殻 

飼料作物 

家畜排せつ
物 

木くず 

 

木くず 

林地残材 

材材 

液肥 

ペレット燃
料液肥 

菜種 

食用油 

廃食用
油 

木材 
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おわりに 

   全国のみなさま、多くのご支援に
感謝申し上げます。 

   福島県、相双地域、そして南相馬
市は、必ず復興いたします。 

   今後とも、全国の皆様のご支援を
よろしくお願いします。 

   また、復旧、復興する福島県、南
相馬市へ是非お越しください。 

 

   

 

  ご清聴ありがとうございました。 


